
「柏地区道路見える化計画」実施状況のお知らせ
渋滞緩和に向けた対策が次々完成

国土交通省千葉国道事務所「道路見える化計画」
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渋滞緩和に向けた対策が次 完成
～ 渋滞をへらすため、バスベイなどを整備しています ～

記者発表資料

千葉国道事務所では柏地区において渋滞緩和、交通事故対策を集中的に実施する

「柏地区道路見える化計画」を平成１８年１０月から進めています。

平成１９年度は ３カ所のバスベイを整備する予定で うち１カ所が完成

6
ROUTE

平成１９年度は、３カ所のバスベイを整備する予定で、うち１カ所が完成。

また渋滞の名所「呼塚交差点」の左折レーン工事も完成しました。

なお、他の箇所についても３月末までに供用します。

・国道１６号でバスベイ整備・交差点改良が完成しました。

２月１５日 国道１６号バスベイ供用（弥生町（外回り））

２月２０日 国道１６号交差点改良 （呼塚交差点の左折レーン）

・３月までに工事完成予定箇所

●「柏地区道路見える化計画」の進捗状況

３月までに工事完成予定箇所

・国道１６号（バスベイ） 葉山（外回り）・弥生町（内回り）

・国道６号（歩道のバリアフリー化・レッドゾーン対策） 旭町交差点～柏駅西口交差点

供用が分かり次第随時お知らせします。

工事中はご迷惑をおかけしますが、事業のご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
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問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所

交通対策課長 岩崎 辰志 電話043-285-0339       

柏維持修繕出張所長 湯澤 聡 電話04-7143-4230
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柏地区道路見える化計画
■２月１５日完成 バスベイ設置：弥生町（外回り）

■２月２０日完成 交差点改良：呼塚交差点

■３月下旬供用 歩道のバリアフリー化・レッドゾーン対策：旭町交差点～柏駅西口交差点

■国道16号・６号「柏地区見える化計画」整備図

若柴交差点

若 柴
凡 例

電線の地中化

Ｈ１８迄に完成

現在工事中

事 業 名
電線の地中化：若柴（外回り）

（３月末完成予定）

新十余二

Ｈ２０以降

バスベイ設置（Ｈ２０以降）

バスベイ供用（Ｈ１９）

バスベイ整備済
（Ｈ１８迄に完成）

バスベイ工事中（Ｈ１９）

交差点改良：呼塚交差点
（２月２０日完成）

柏弥生町

レッドゾーン戦略：柏駅西口交差点
（３月末完成予定）

バスベイ設置 葉山（外回り）

桜台交差点

南 柏

Ｈ１８年度バスベイ設置：第五小学校前

バスベイ設置：葉山（外回り）
（３月末完成予定）

電線の地中化：柏弥生町
（３月末完成予定）

柏ﾄﾝﾈﾙ

バスベイ設置：弥生町（内回り）
（３月末完成予定）

バスベイ設置：弥生町（外回り）
（２月１５日完成

２

大津ヶ丘交差点

歩道のバリアフリー化：
旭町交差点～柏駅西口交差点

（３月末完成予定）

Ｈ１８年度バスベイ設置：大津ヶ丘一丁目



■国道16号・６号「柏地区見える化計画」これまでの経緯

柏地区道路見える化計画

H18.3 千葉県移動性向上プロジェクト委員会にて渋滞対策箇所に選定

H18.10.5 「柏地区道路見える化計画」現地調査を実施。（柏市長､柏警察署長､千葉国道事務所長等）

H18.12.6 「柏地区道路見える化計画」工事について記者発表。

H19.3.29 バスベイ完成について記者発表。

［第五小学校前（外回り）、大津ヶ丘１丁目（外回り） ］

H19.8.17 19年度「柏地区道路見える化計画」工事について記者発表。

バスベイ整備［葉山（外回り）・弥生町（内・外回り）］

レッドゾーン戦略［柏駅西口交差点］

歩道のバリアフリー化［旭町交差点～柏駅西口交差点］

交差点改良［呼塚交差点］

電線の地中化の工事［若柴､柏弥生町､新十余二､南柏］

わかりやすい事業説明看板の設置

【今回】【今回】

H20.2.20 バスベイ整備完成［弥生町（外回り） ］

交差点改良［呼塚交差点］

・・・２月１５日

・・・２月２０日

今後の予定

３

今後の予定

バスベイ整備［葉山（外回り）・弥生町（内回り）］

レッドゾーン戦略［柏駅西口交差点］

歩道のバリアフリー化［旭町交差点～柏駅西口交差点］

・・・３月末

・・・３月末

・・・３月末



国道１６号における短期的な渋滞対策として、バス停でのバス停車に
より交通が阻害される状況を軽減するため、バスベイを整備しています。
弥生町（外回り）が２月１５日供用。

バスベイ供用

現 況

■バスベイ設置の整備イメージ

弥生町（内・外回
り）

整備後

至 千葉至 柏

２月１５日供用
整備後

至 千葉至 柏

弥生町（外回り）

弥生町（内回り）

バスベイ L=40m

■バスベイ整備箇所

ピ ク時 ピ ク時
バス停

下り(埼玉方面、内回り) 下り(千葉方面、外回り)

バスベイ整備 バスベイ整備

運行回数 運行回数

弥生町（内回り）

バスベイ L=70m

３月下旬供用

１日
ピーク時

(１時間)
１日

ピーク時

(１時間)

1 消防署前 76 8 4 2

2 キャタピラ三菱 76 8 4 3

3 香取台 76 8 4 3

4 須賀 76 8 整備済 4 4

5 呼塚交差点 76 9 整備済 － － －

6 葉山 59 6 181 16 工事中

バスベイ整備 バスベイ整備

４

7 第五小学校前 174 18 168 15 H18年度整備

8 弥生町 115 13 工事中 108 10 今回供用

9 エリカ前 115 13 整備済 108 10 整備済

10 新中井 115 13 108 10

11 大津ヶ丘一丁目 115 13 整備済 108 11 Ｈ18年度整備



■左折レ ンの設置イメ ジ

国道１６号における短期的な渋滞対策として、『呼塚交差点』において、 左折車に
よる直進車への影響を軽減するため、左折専用車線の設置が２月２０日完成。

交差点改良：呼塚交差点

現 況

■左折レーンの設置イメージ

整備後

ﾃｰﾊﾟｰ L=30m 滞留長 L=45m
左折レーン L=75m

至 千葉至 埼玉

ﾃ 滞留長 L 45m

至 千葉至 埼玉

■現在の状況

■交通量（平日２４ｈ）→５８ ２７６台 ※Ｈ１７交通センサス

至 千葉至 埼玉

■交通量（平日２４ｈ）→５８，２７６台 ※Ｈ１７交通センサス

左折車と直進車が混在

５

工事中写真



・国道１６号 弥生町バスベイ（外回り）２月１５日完成

■各現場の現在の状況

国道１６号 千葉から柏方面望む

・国道１６号 呼塚交差点 左折レーン ２月２０日完成

６

国道１６号 柏から東京方面望む



・国道１６号 葉山バスベイ（外回り） 現在施工中

■各現場の現在の状況

国道１６号 柏から千葉方面望む

・国道１６号 弥生町バスベイ（内回り） 現在施工中

７

国道１６号 千葉から柏方面望む



・国道６号 旭町交差点～柏駅西口交差点

■各現場の現在の状況

歩道バリアフリー化・レッドゾーン対策 現在施工中

国道６号 柏駅西口交差点を望む

８

国道６号 柏駅西口交差点


